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      ◎開会の宣告  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    おはようございます。ただ今から民生常任委員会を開会いたしま

す。  

 

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    本委員会につきまして、傍聴を許可することにご異議ありません

か。  

                              ［「はい］という者あり］  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定によ

り委員長において傍聴を許可いたします。次に、本日の委員会の日程について主幹から説明を

いたします。  

○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）○事務局主幹（上坊寺博之君）    おはようございます。本日の委員会につきましては、昨年

から引き続きまして継続調査となっております、白老町立保育園の今後の方針についてを予定

しております。尚、委員会終了後、皆様方にまだご通知申し上げてませんが、委員会協議会を

一件、予定してございます。お手元の方に資料は配布してございますが、介護予防拠点整備事

業といたしまして、北吉原の柏陽団地の方に介護施設の会館を建てるということで、生活環境

課と健康福祉課の方でご説明をしたいと。尚、これにつきましては、３１日の臨時会の方の予

算で計上したいというものでございます。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）                 それでは会議を開きたいと思いますけれども、あと、我々が所管

事務調査で残してるのが、保育所の問題なわけですけれども、町立保育園の今後の方針につい

てということなんですけれども。２月にあと２回委員会を開くことになっております。先程、

主幹の方ともお話したんですけれども、懇話会の方が現在かなり集中的な議論に入ってきてる

と。２月いっぱいで結論を出されるという状況にあるそうでございます。そうしますと、本会

議が３月５日でございまして、その前２日だったでしょうか、議運が開かれますから、当委員

会としては２月２８日しかないわけですけれども、２月中には結論を出さなければいけないと

いうことになります。もちろん、懇話会の意向で我々は議論するわけではございませんから、

それは構わないわけですけれども、どのような視点で我々が所管事務調査の方向づけをし、な

おかつ深めるかということについて、町の担当者の方々がもし必要であれば今日、待機しても

らっていますから入っていただくのは構わないわけですけれども、その前にどういう視点でこ

の保育所の今後の方針についての議論をしていくかということについて、皆様方のご意見を先

に伺いたいというふうに思います。所管事務調査ですから、こういう調査の内容だったという

ことがあります。ただ、どこまで踏み込むかという問題。結論をどうするのかという問題。懇

話会との整合性をどうやってとるのかという問題。同時に議会として、このことについての意

見を述べるということでございますので、そういう点を十分踏まえた上で、事前にこういうよ

うな方向で行きたいと、こうやるべきだというようなご意見を各委員の皆様方から伺いまして、

必要であれば今日から説明に入ってもらって議論をすると。こういうふうにしたいというふう
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に思いますので、最初にその点でのご意見を承りたいというふうに思います。そういう方向で

審議をしていった方が、私はいいと思うんですけども。どうでしょうね、皆さん。もっと、違

った方法で議論した方がいいというご意見ございましたら。ございませんか。私が今、言った

のは、単純に言えば、今、ただ説明に入ってもらって懇話会の経過どうですかって聞いてみた

って、これはしょうがない話ですよね。皆様方に、懇話会の議事録全部いってますでしょ。そ

れを読めばだいたいわかりますから、同じことを聞いたってしょうがないわけですよ、はっき

り言えばね。ですから、そういうことでの説明ではなくて、この今後の方向について議会とし

ては、この点がどうなんだ、この点がおかしいよ、こういう点はどういうふうになってますか

ということを聞くための質疑は必要ですから、それはいいと思うんですけど。そういうところ

の問題点を含めて出し合って、議論をしていった方がいいんじゃないかということなんです。

第７回、８回あたりが、名前を出さないでフリートーキングになっているんですね。お読みに

なったと思うんですけれども、相当本音が出てるんですよ。深まってはいませんけどね、まだ

ね。僕はそういうふうに受けとめて読んだんです。６回あたりでだいたい問題点が整理され、

懇話会の勉強会がだいたい終わるという状況の中で、７、８回あたりでかなり本質的な議論に

なってきてると。２月中にあと４、５回開いて、そして結論出すということになるようですけ

れども、そんなところの状況も見ながら我々としての考え方をまとめたいと、こういうことで

ございます。審議の仕方、方法について、ご意見あれば。それでは第６回から７回で、この懇

話会が議論もしなければならない問題は、行革推進室の方で出してる中身なんですけども、幼

保の一元化の問題と小規模な保育園の統廃合の問題と社会福祉法人等への民間委託の問題と。

こういう３点について、この懇話会で議論してほしいというようなことを言っているわけです

ね。この辺から、まず、我々委員会としても、議会の立場としてこの辺あたりについて、どの

ように考えればいいのかと、議会としてですよ。そこら辺をちょっと出してもらって、そして

出た段階で町側の皆さんに来ていただいて質疑を受けるというような形にしたらどうでしょう

かね。何もなくて、ただ議論するというわけにはいかないでしょうからね。ほかの手法でも構

わないと思うんですけれども、どうですか。審議の方法ですから、自由に皆さん発言していた

だいた方がいいと思うんですよね。こういうやり方の方がいいとかさ。堀部委員さんから、今

いいんじゃないのかなというご意見がございましたけれども、他の委員さんどうですか。要す

るに町がどうやって言ったというのではなくて、議会、民生常任委員会としてどう考えるかと

いう議論するわけですから、我々がそこで議論しなくては全く意味のない話ですよね。それで

なかったら、議会いらなくなってしまいますからね。ですから、そこだけはきちんとして、私

は行きたいとふうに思うので、今のようなこと言っているわけですから、ぜひ理解していただ

きまして議論積み上げていきたいというふうに思います。じゃあ、具体的な部分で、幼保の一

元化の問題、小規模な保育園の統廃合の問題、社会福祉法人への民間委託の問題。まず、この

点から皆さん方が考えていることを含めて、どのような考え方があるのかと。それから、こう

いう点が町としてどうなのかというようなことについて、ちょっとフリーで議論をしてみたい

と思うんですよ。その中で、この点とこの点とこの点とこういう点については、町との意見交
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換をしたいというような部分から明確にしていくというふうにしたいと思います。どこからで

も構いません。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）    まず第一点。この問題、本当に大きなものがあると思うんです

が、町の中にある保育所の状況というんですか、保育所というのは働くお母さん方の支援策で

もあるんですよね。それが元になってますから、地域ごとに、特に白老町は細長い地域ですの

で地域ごとに置かれているということがありますよね。それを小さいから統廃合とかというこ

とも今出てきてますけども、本当に地域ごとに必要ないのかどうなのかということも、基本的

に考えていかなければならないんじゃないかなというふうに思うんですよね。もちろん老朽化、

それから定員割れ。この定員割れという問題は、どんどんこれから進んでいく事ですから、そ

れ以前にもちろん、経費がかかるということも前提にあるわけですけども、それだけで割り切

っていいものなのかどうなのかということが第一点、あると思うんですよね。やっぱり、働く

お母さん方の支援というか、そういう面で行けば地域になければならないのではないだろうか

とういふうにちょっと考えるんですけども。じゃあ、今度地域に置いておくためにはどうした

らいいかということを考えたらどうなのかなというふうに。いろいろ考えてきたんですけど、

まだ自分の中でまとまらないんですけどね、やっぱり保育所というのは地域には必要じゃない

かというふうには思っているんですよ。そして、その在り方、有り様、それは今後、これから

検討しなければならないことなんですけども。例を上げて言えば、社台保育所がかなり定員が

少なくなってきてますよね。そういうことから考えていくと、本当に幼稚園との一元化という

ことも出てきてますけども、建物の老朽化ということも一つ大きな問題になってますよね。そ

ういうことから考えていくと、社台保育所なら社台保育所、社台小学校に一緒に併設すること

出来ないのかなと、ちょっと考えたりもしたんですよね。社台小学校もだんだん少子化で人が

減っていっていると。そういうふうに一地域ごとにきちんと考えるべきなのかどうなのか、全

体でやっぱり考えた方がいいのか、その辺がすごく迷ってるんですけど。社台という一つの地

域を考えた時には、やっぱりそういういろんな条件を見ていくと、そういう方法も手探りの中

ではあるんじゃないかなというふうに、ちょっと思ってたんですが。そういうことでいくと、

老朽化だとかそういうことは解決するのかな。ただ、文部省と厚生省ですからね、その分の問

題が。でも、幼保一元化もそれはもちろん出てくる問題ですけども、そういうことの問題がも

しクリア出来て、でも今、各地域に話を聞いているとそういうものを乗り越えて、その地域で

どうあるべきかということを考えて、いろんな弊害を乗り越えてやっていますよね。そういう

ことを考えていくと、白老町に地域ごとに保育所がなくていいのかどうなのかということから

考えていくべきかなというふうに、私は思ってきたんですけれども。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）    今の吉田委員の意見と全く同じなんですけれども、やはり地域にある

保育所というのは、子育てお母さんの支援の場でもあると同時に、保育園としての地域の交流

の場であり、情報交換の場でありね、いろいろな面で役立っていると思います。そういうこと

で今、統廃合の話が出て小さいものはどこかへ統合したり、無くすということでございますけ

ども、おっしゃるように社台の保育所に限らず、白老町地域にある小さいところ、例えば竹浦
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でも、他の所でも学校は残るわけですから学校にはたくさん空き教室があるんで、小学校でも

中学校でも構いませんからね、そこに一緒に保育園を作ったらどうかということにすれば、地

域から保育所は無くならないということで。人は同じだけかかっても、建物の維持費とかその

分については大いに軽減されるんではないかと、このように私は思います。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）    今、お二人のご意見もあるんですけども、私はこの保育所の問題

については、子供さんもかなり減ってきてるということで、各地域にあれば一番いいことだと

思うんですがね、やはり、こういう問題が懇話会を作っていろいろやったりしてクローズアッ

プされてきて、非常に経費がかかるという観点で、これもやっぱり無視できないと思うんです

よね。そうした中では２６キロの細長い町で、今まで虎杖浜から社台までずっとあったわけで

すけども、この辺もきちんとそろそろ整理して、全部一つにしてしまうというのではなくね、

この辺で皆さんで意見出し合って、考えて、ある程度統廃合していくのもやむを得ないんじゃ

ないかなというような感じがするんですね。ただ、その時にやはり３００ｍ先になかったら駄

目なのか、保育所が自宅から２キロ先でもいいのかと、その辺のいろんな論議はありますけど

も、それは皆さんで話合っていろいろ克服していけばいいんですけども、非常にそういった面

からいくと、僕はある程度何か所にするというのはこれからなんですけども、やはり統廃合も

視野に入れて議会として考えていくべきじゃないかなと。まず、それが一つですね。あとは追々

お話させていただきます。とりあえず、私の考えはそういう考えです。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    どんどんフリーで。いろんなことがあるわけですから、その中で

今僕が３つ言ったこと以外のことでも結構ですよ。どんどん出してもらって、やっぱり白老町

の保育行政がどうあるべきかということを、議会で議論しているわけですから、そこを出すわ

けですからね。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）    気がついたと言うか、思っていたんですけど、統廃合というこ

とが前提になってくると、大屋町も地域的に２０キロくらいあったのかな、それでバスを出し

てると。民間のバスを出して、もちろん一人乗せて事故のないようにやっているという話を伺

っていて、私、本当にそれでいいのかなとちょっと疑問に思ったことは、子育てという面から

いくとね、お母さん普段働いているわけですよ。働いて朝８時から５時まで保育所に預けて、

じゃあ、お母さんと子供の接点というのは何時間くらいあるのかなというふうにちょっと考え

たんですよね。そういうふうになった時に、一番大事な時期、もしかしたら乳児の時から預け

る方もいるわけですから、本当にバスでその地域まで来て「はい」って降ろされて、「はい」っ

て子供を引き継いで、親は帰ってくるという。だから、ちゃんと近くまでバスが来るんだから

いいんだではなくて、私は一番大事な、一番いろんなものを吸収する時に、親と保育所との連

携というのは、私はすごく大事だなというふうに思うんですね。だから、バスでポンポンと降

ろされることが、先生と親との接点というのがすごく無くなっちゃうという気がするんです。

保育所に送り迎えするということは、先生との接点がすごくあるわけです。だから、何か問題

があった時、何か子供の様子が変わった時、そういうことも見えるし、また自分が子育てで悩

んだ時に、今日、こんなことがあってこんなふうに反発されてすごく悩んでいるんですとか、
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そういうものが、その心の部分が私は無くなってしまうんじゃないかなというふう気がするん

ですよね。幼稚園に預けているお母さん方は、働かないということが前提で、時間的には午後

と言うか、２時半くらいまでですからね。保育所とは全然体制が違いますから、親との接点と

いうのはまだまだあると思うんです。ですけど、働らいてるお母さんというのは、延長保育な

んかしたらもっと時間長くなりますから、帰ったらご飯を食べさせて、お風呂に入れたら寝か

せるというぐらいのことしか出来ないんじゃないかと思うんですね。だから、私はそういう接

点を、預けている間の様子を聞いたり、それからいろんな状況をこっち側も話をしたりすると

いう面での、先生と父母の接点をしっかり持っていくというためにも、私は親が送り迎え出来

るという、それが大きな一つの、子育てをしている親の一つの何て言うんだろう、子供に関し

てしっかり知っていくという状況の中では、最大限に必要なことではないかなというふうに、

もう一点そういうふうに思うんですよね。だから、じゃあ地域に無いからバスできちんと、し

っかり送り迎えするからいいという話にはならないんではないかなというふうに考えていたん

ですけども。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     統廃合の問題が、今ちょっと集中議論ですけども。あと、どうで

すか。これ、一つね、１億７千万の持ち出しだって町は言っているんだよね。で、このことを

ることによって、どれくらいの経費を節減しようとしているのかという指標は出てないよね。

町の方からね。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）    どこからどこまで負担するかということは出てないね。ただ、多

いというだけで。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）   だから、言えばこの中でも結構貫かれているんだけれども、その１

億７千万の町の持ち出しのことが非常に書かれているんですけどね。じゃあ、小規模な保育園

を統廃合することによって、これだけだとか、社会福祉法人へ要するに民間委託することによ

って、これだけ安く済むんだよとか、というふうなことは書かれていないんだよ。具体的じゃ

ないんだよね。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）    人件費の面で緑丘の社会福祉法人の方のものと、保育所の人件

費の比較は出てましたよね。給与費の。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    この文章で言っているのは、この中で言っているのは釧路町のこ

とを言っているんだけど、それ以外のもの出ているでしょ。釧路町のはすごいですよね。２８％、

民間の方。白老町より釧路町の方がうんときついんだと書いてあるよね。ただ、担当課長が言

っているのは、全部いっぺんに民間委託はできないと。それをやったって意味がないんだよと

いうことを言っているんだよね。一つくらいやって、その人達を子育て支援センターだとか、

そういう所に散らして、そして定年になる人を不補充でやると人件費が浮くんだよというよう

なことを、担当課長が言っているんですよ。そういう言い方なんだよね。だから、結果的には

人件費は退職をしなかったら変わらないということなんだよ。そこら辺がどういうふうに思っ

ているのかなということは、非常に僕は思ったんだよね。だけど、前面に出ているのは１億７

千万、１億７千万、１億７千万で出るんだけどさ。だから、さっき近藤委員が言われたように、
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例えばの話だけど、小学校を使った場合に建物で建てないとかということで、小学校にも金が

かかるのだろうけども、経費がどれくらい節減されるのかなんてことを・・・。もちろん、や

っていないんだものね、町はね。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）    ただ端的に、例えば今、この資料で見ますと保母さん一人が７７０万

かかると、だけど社会福祉法人は４４０万だと。その差額がもう３３０万というのは歴然とし

ているわけだよね。例えば、その民間の社会福祉法人の方に法人の金額だけやって、あとの差

額の３百何十万というのを町が補助するんであれば、その分だけは減るわけですよね、当然ね。

そういう段階、方式になって、別にやぶさかじゃないなというふうには思っているんですけど

ね。民間法人の給料に補足分の町としての給料分をプラスすると、足りない分を足すと、そう

いうこと。そうすれば、半分減るんじゃないですか。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    いや、それは減らないんじゃないかい。それは、同じだと思うわ。。

それをやったら同じなんだよ。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）     民間は民間でしょ。  

○委○委○委○委員長（大渕紀夫君）員長（大渕紀夫君）員長（大渕紀夫君）員長（大渕紀夫君）     入っている保育所は、全部町が集めてそこにあげるわけだから。

だから、結果としてはそのことによって、オンした分だけ出るということではなくて、４００

万の給料を７００万にしたら、近藤委員が言っているのはその３００万だけを補助すれば、残

った４００万出さなくてもいいんじゃないかということを言っているんでしょ。そういうふう

にはならない。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）     ならないんですか。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     ならないと思います。オンしなかったらいいけども。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     今、いい話をやっている最中にちょっとあれだけど。僕、さっきか

ら議論の中身の指針と言ったら悪いんですけども、確かに言ったランニングコストだとか、建

物のコストの問題を論じるよりも、この保育所の統廃合なり幼保一元化の一番先の要因という

のは、やっぱり少子化という問題がまず論じなければならないと思うんですね。こういう状況

に至ったのが、その１億７千万というお金も実際にはそうなんだけれども、要するに極端に言

えばですよ、幼児であろうが町民ですよね。要するに受益者が少なくなったということですよ、

これは。だから、その部分をやはりきちんと整理をすべきだという観点でやるべきだと思うん

ですね、僕は。それで、当然建物も老朽化してきた、これも事実だと思うんですよ。建て替え

の時期に来ている。保育環境が良くないというところも、これでいいんだという考え方もある

んでしょうけども、温もりがあって、いろんな施設見てきましたけども。ただ、吉田副委員長

がおっしゃったように、いろんなふれあいも必要ですよというのも、僕も否定出来ないとは思

うんだけれども、やはりこれはここにきて、保育士さんのコストだけでなくてですね、町全体

の適正な位置づけというのは、明確に理事者に出すべきだと思うんですよね。僕はそういうふ

うに考えているんですよ。ただ、我々のところにまずそれが下りてこなければ論じられないん

だけれども、ここでやっている論議というのは、申し訳ないです、失礼な言い方かもしれませ

んけども、やっぱり天上に唾はいているのと同じかなと思うんですよね。解決しないと思うん



 

 
８ 

ですよ。ただ、懇話会の中で示されているいくつかのところでも、すごく画期的なことがある

なというのも僕は感じているんですね。例えば、いろんな保育者の対応の中で・・・。これは、

コストは変わらないですよ、全体は。全体の給与体制は変わらないですけど、やはり適材適所

の中の配置転換をしていくということも、これもひとつの考え方で僕は良しとすべきではない

かなと思うんですよ。そうなれば、じゃあその出先機関と言ったら悪いですけども、保育所の

方も出先機関だと思っていますから、そういうサービス機関の統廃合はやっぱりやるべきと僕

は思ってますけどね。ちょっとまとまりのない意見ですけど、そういう論議の方が僕は早いの

ではないかなと思うんですよね。例えば、今言ったように社台地区のコミュニティをいったい

どうするのか。保育所に限らずですよ。じゃあ、今の社台小学校を中心にコミュニティを作っ

てやるんだぞという構想を、やっぱり我々から提案すべきだし、そこでやっぱり理事者にそう

いう考え方を引き出させた方が早いと思うんですよ。竹浦だってしかりだと思いますよ。当然、

竹浦のコミュニティセンターが出てきた時には、そういう構想があったはずですから。だから、

竹の子保育園をどうするんですかという話も、その時あったはずだと思いますよ。だから、そ

ういう問題を据え置いてずっとずっときて、こういう財政難ですよ、少子化ですよと、もう避

けられない問題が出てきて、手足が出ない状態の中で、これは論議としては懇話会で言われて

いるような論議の方に進んじゃいますよ。これは議会の論議としては、また別な方向に行っち

ゃうとは思うけどもね。我々はもうちょっとその辺のところではなくて、やっぱり町づくりの

意味の中でもこの保育所の位置づけを考えた論議の方が、僕は早いのではないかなと思います

けどね。巷では、公の施設をどこかにお任せして、そのまま施設も土地も財産も全部やるから

やってくれという話もあるみたいですけども、これは全く本末転倒の話だと思うし、僕はそう

思ってます。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    どうぞ、そういう今のような意見を含めてですね、議会としてど

うあるべきかということを議論しているわけですから、どんどん出してもらってね、そこをち

ょっと整理して町に聞くべきことは聞くと、そういうふうにしたいと思いますから。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     だから、近藤委員が言ったように、保育所の拠点というのはやっぱ

り必要なんですよ。地域のコミュニティにとっては。だから、ただ保育所だけでいいんですか

ということでやっぱり論議していかないと、僕は保育所自体が無くなると思いますよ。だから、

どこでしたっけ、佐藤町長のケルンの町、仙台の藤沢町でしたっけ。あそこは、来ている子供

は関係ないんだと。幼稚園だろうが保育所だろうが関係ないんだよと。それは上が決めたこと

であって、その時におまえは幼稚園だよ、おまえは保育所だよと仕切ればいいだけだと。だけ

ど、子供たちは違うんだと。子供たちのために作るんだよという発想にならないと。当然、あ

そこはそれがコミュニティになっているわけでしょ。いろんな形の中で。それで町づくりが出

来たわけですよね。今では、ものを作ってやって、そこに入れという時代ではないと思うんで

すよ。その地域でこれが必要なんだよというのがやっぱり上がってくるべきだと思うしね、そ

れを手助けしてやるというのが行政であり、議会の一役ではないかなと僕は思っているですけ

どもね。エゴは出ると思いますよ、地域の。それをうまくトータル的に、やっぱり整理してや
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っていかなければ、いつまでたっても現状のままだと思いますけどね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     どうですか、他の委員さん。僕も今、熊谷委員の言ったことは、

全面的という意味ではないですけども。前にも僕は言ってますけども、地方自治体の在り方と

はいったい何なのかとなった時に、発想をどこで発想するかという問題だと思うんですね。で

すから、地方自治体というのはやっぱり政策立案機能と町民や我々や町との調整機能が働くと

いうことになると、そのことが前提になって地域が作られていくとしたら、やっぱりそんな議

論がきちんとされるということがとっても大切なんだけれども、しかし、少なくともこれを今

回僕は読み返してみたんです。懇話会の中身を。そうしたら、決して町はそのように考えてい

るのではないんですね。一貫しているのは、行革委員会の中身になっているんですよ。それは

町の考え方なのか、民間の行革推進委員会の意見なのか、わからないんだよね。いまだにこれ

を読んでも。いや、本当なんだよ。そういうところが、非常に曖昧なのさ。ここで言っている

のもね、参事が言っているのは行革推進委員会の答申でこうやって言っていると書いてあるん

だよな。それを受けて町がこうやってやるんだよと言っているんじゃないんですよ。ここら辺

が、僕はやっぱり町の姿勢として問題があるんじゃないのかなと、僕は感じてますけどね。そ

ういうのがやっぱり、地域で議論が起こってこないというものになっている気がするんだよね。

だから、本来そういう立場になって保育所問題をどうするのかという位置づけになると、ちょ

っと違った局面が生まれるのかなとは、熊谷委員が言ったように生まれるのかなという気はし

ますけどね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     僕は今言った中身の中で、結局吉田委員も言ってましたけども、や

っぱり保育所というのは子育ての拠点と位置づけるべきなんですよ。それは本来ならば、公の

そういう機関が、要するにきちんと掌握できる体制がいい。ということは、今の公設の保育所

の在り方が一番いいと思うんですよ。だけど、ここで来るのは、結局財政の問題が来るわけで

すから、町全体の問題になるわけですから。で、それを担ってくれるというところがあるので

あれば、やっぱりお願いしていくべきだと思うんです、これからは。ただ、それに整合性がき

ちんと伴わないといけませんから、これは僕の案ですけれども、僕は自分で思っているんだけ

れども、確かに子供を預けるという位置づけの人、それから子供を中段で教育したいという考

え方の人、いろいろ利用される親御さんというのは、いろいろ思惑があると思うんですよ。で

も、これは白老町の子供ですから、どんな事情があろうと。だから、そういう観点の中で保育

所の位置づけを明確にすればですよ、じゃあ、運営規模がこれじゃ駄目だと言うのであれば一

緒にすべきだと思うんです。これは公で出来ないというのだったら、民間に委託すればいいだ

けの話。この住み分けをきちんとした方がいいと思うんですよね。ただ、考え方は今言ったよ

うに、子供を主体においた、利用される方を主体においた考え方でないと駄目だと言うんです

よ。今言ったように、１億７千万が一般財源から出るんだから、これを少なくするためにやる

んだよという論議では駄目だと思いますよ、僕は。それは町民には受け入れられないですよ、

そういうことを言ったって。テクニックだという言い方をしたら、ちょっと極端かもしれない

けども、これもやっぱり社会教育だと思うんですよ。こういう状態の中で、こういう将来の姿
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がありますよ、ここに向かって行きますよと、そのためにはこれが今の現時点では一番いいス

タイルですよと、それを変えないという言い方をしては駄目だと思うんですよ。駄目なら変え

ればいいわけですから。その姿勢が、町にはやっぱりないですよ。いろんな部分では。だから、

建物も立たないんですね。思い切って統廃合出来ないんですよ。それはやっぱり、議会でも押

してやらないと駄目だと思いますよ。ただ、筋は曲げちゃ駄目だと思いますけどね。議会がい

いって言ったんだから勝手にやるぞと、こういうスタイルでは困るので、やっぱりその子育て

をするためのそういう機関、バックアップシステムだとかいろんなものをきちんと明確にした

ものを作り上げた中で、やっぱりやるべきだと思いますけどね。これはあくまでも僕の意見。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     他の委員の皆さん、どうぞ。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）     今、熊谷委員も言われた、さらにそれに私、常々思うんですけど

も、この懇話会の中でも出てますけども、行革から出ている財政問題、いろいろあって統廃合

なり、すべてそこから来ているわけですよね。持ち出しが１億７千万というふうなことで。こ

れは、先程から皆さんが話しているように、今までの各地域にあったものが、例えば統廃合す

ると一つや二つ減って、不便になってくるというような形なんだけども、やはりそれだけ町民

の方に大変な部分を我慢してもらうというからにはですね、やはり人件費の問題、これをただ

一カ所保育所が少なくなったと、その分を他の部署に回していろんな仕事をまた新たにやって

もらうんですよという形だけじゃなく、やはり今の時代ですから、一般、民間も非常に厳しい

リストラや何かある中で、その部分を庁舎内、町の職員だけが全く無傷でですね、町民の方に

だけ一方的に不便さを押しつけるのではなく、やはりいくらかでもそちらの方にも人件費の方

にも多少なりともメスを入れていくような考え方で行かないと、これはいろんな保育所の問題

もなかなか町民に受け入れられないんじゃないかなと。すべての問題、そこに繋がりますけど

ね、全体的な大きな問題ですけども。やはり、何らかの形でこの辺も、この財政的な人件費の

問題については、やはり町としてそれはそのままの状態で少子化なり、効率が悪くなったから

こうして行くんですよと。そして、経済的に間に合わないから民間に委託するんですよという

ような形は、ちょっと今の時代はやっぱり通って行かない考え方じゃないかなと思うんですよ

ね。その額の大小は別として、その辺の痛み分けする、そういうようなことも我々議会として

も、やはりある程度町の方に言っていくべきことじゃないかなという具合に私は感じるんです

よね。この問題がある程度、この点が町民に理解されるような形になりますと、いろんな政策

というのか、何でも向こうも協力してもらえるだろうし、受け入れられるだろうけども。そこ

のところだけは、今までいろんな問題をやったけど、そこのところだけは全部退職したら不補

充ですよと、ただそれだけですよね。それで、こっちの人をこっちの保育所に移しますよと。

こっちを民間にやってもらうからこっちに移すんだと、こういう論法だけですからね、それだ

と、やっぱりこれは今の時代ですから、どこまで行ってもなかなか難しい、受け入れられない。

いろんな所で、いろんな問題が、意見が出てくる。自分もこれだけやるよと、だから、この部

分は頼みますと、やっぱりそういうような形を我々議会人としてもやっぱり言っていくべき問

題ではなかろうかなという具合に思いますけども。私の意見としてはね。その辺を、あまりに
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も我々、自分もそうなんです、自分の意味で言うんですけども、そういうような実態というの

がほとんど、今度の条例と言うか、例規集をあれしますから、それは勉強すればすぐわかるん

でしょうけども、その辺のきちんとしたあれを掌握してないものですから、これだけかかりま

すよと、人件費これだけ高いですよと、その内容というのは、あまり。ただ、公の表の全体の

数字しか見えない。その辺がやっぱり、きちんとあれしないと難しい、論議は出来ないのかな

と思うけども、少なくても、多少なりとも額の大小じゃなくやっぱり、その分がちょっと見え

るような形でやってもらう、その方が私はこういうようないろんな論議をしていっても、ある

程度町民の方にも納得してもらえるようになるのかなという具合に感じますけども。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）     今、堀部委員が言ったことはね、例えば前の寿幸園、病院の問題をや

った時にも出たんですけども、その辺の人件費、職員の給料についてはね、何かやっぱり我々

が今タブーなのかどうなのかはわからないけどもね、その辺はやっぱり誤解して取ったような

経緯があるんですけどね。そういうことというのは、どんどんやっていいんですか。よくわか

らないんだけど。  

○委員○委員○委員○委員（熊谷雅史君）（熊谷雅史君）（熊谷雅史君）（熊谷雅史君）     やっていいんですよ。今、堀部委員がおっしゃったようなことが、

議会として声を上げなくてはいけないんですよ、やっぱり。そうしないとやっぱり、僕が言っ

ている、そういう運動も起きてこないと。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）    みんな確かに、町民だって自分たちだけというあれがありますからね。

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     少なくとも、うちの首長がそれを掲げて出てきて、それをやっぱり

言っているわけでしょ。その気運が徐々に起きてるんだけど、やっぱりそこのところでぶつか

るのね、最終的には。  

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）     なかなか、難しいような気はしますけどもね。やっぱり、その辺が崩

れていかないとなかなか前に進まないのは確かなんですよね。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）    その辺がやはり今まで、近藤委員が今言った、その辺に突っ込む

のはタブーだというような、全体的ないろんな問題、雰囲気的にそういう感じがあるもので、

町長もお互い痛みを分け合うと言っている面からすると、痛みというのはどの分が痛みなのか

なと。町民の方にも痛みをわかってもらう。そうしたら、こちらの痛みはどういうことかなと

いうこともきちんと見るような形で示して行かないといろんな問題を論議していっても非常に

難しいなと。最終的にはそこのところにみんな行っちゃうんですよね。非常に財政的に厳しい

ということから、ある意味じゃいろんなものがスタートしている部分があるものですからね。

その辺をやっぱり、避けて結論は出ていかないのではないかなという具合に私は思いますけど

ね。非常にこれは勇気のいると言ったら変ですけどね、大事なことだと思うんですね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    そこに我々も入るかどうかということを含めて論議しなくては駄

目だね。本質論議がやっぱりされなくては何にもならないわけですからね。だからと言って、

あんまり極端なことだけじゃどうにもならないけどね。行政運営をちゃんとするためにはね。

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）    財政的な面で厳しいと、一応１億８千万の支出があると。その

ことが私は寿幸園の時もそうだったんですが、そのことが出先機関の子供たちなり高齢者たち
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に向けられていくことには、すごく反発を感じるというのは前にも申し上げたんですが。この

統廃合の前に説明があった時に、一般的に社会福祉法人の保育園は直営と比較してサービスが

低下することなく運営されていると。私たちも内容を行って見てきた時には、本当にいろんな

努力をされて、本当に子供たちをのびのびといろんなことに・・・。もっともっと、本当は行

事をやりたいんだけれども、他の施設との関わりがあってなかなか自分たちの思うように行か

ないところもあるという話も伺ったりするのを聞いて、その中に一番大きいことを言っている

のは、コストも低く押さえられていると。そのことをすごく高く評価されているんですが、私

はコストが低く押さえられているというのは人件費なんですよね、当然。人件費が一番大きい

んじゃないかという。じゃあ、どうなのかと言ったら、もちろん保育士の方々が同じ資格を持

っていても、それは試験を受けてここに入ったかそれは違いますけれども。そういう面で同じ

ことをやっている、じゃあ、そういうことで頑張ってやっている先生方もいると。じゃあ、今

の保育士さんたち、町営の保育所の保育士さんたちはそのことをどう捉えているのか。そうい

うことも踏まえていくのか。で、両者の説明を聞いたら、いや、もちろん保育士の資格を取っ

ているんだから、それを自分の天性の仕事としてそちらの方に向かって行くだろうと。ただし、

中にはそれでもやっぱり、人件費、給与の関係でいやだと言う人がいれば、他の部門に変える

だろうという話があって、そういうことを前提においていくのであれば、統廃合だとか行革が

何と言おうと、私は子供たちに負担がかかるようなことは一切する必要はないというふう思う

んですよ。だから、その辺をどう行政側が、もちろん血を流すといつも言うんだけど、だけど、

最終的にはそこで民営化になって、いやだったらこちらの職員として戻ってくださいという、

そういう話が全部寿幸園なり、寿幸園の出先機関でちゃんと話があると。そうしたら、何のた

めの民営化だったのかなとちょっと思うんですよね。人が回っているんだけど元に戻るだけで、

その人達が全部ついて、そういう痛みを被って・・・。私、助役いる時に言いましたけども、

痛み被るなら全員痛み被らなければね、出先機関の人が悪いわけではないですよねと言ったこ

とがありますけども。そういうコストが低く押さえられているという最大の原因が何だとかと

いうことをちゃんと捉えているんだと思うんですけど、捉えているからじゃあ民営化って簡単

に言うのではなくて、それをどう痛みを被るのかということを自分たちの中から出てきてない

というのが、私いつも、この寿幸園から始まってずっと不満なものがあるんですよね。だから、

何かこういう議論をしてね、統廃合、もちろん少子化が前提にあるから、だからじゃあ、社台

は小学校に併設できないだろうかとか、そういうことを頭の中でグルグル考えるんだけど、そ

れには先生方もきちんと、保育士さん方もついてくることだから。だから、そういう状景を変

えないでそういうことをやって、経費節減をしていくことが本当にいいことなのかどうなのか。

子供たちに対する負担はないのかどうなのか。小学生がそれを向かえるための負担はどうなの

かということも前提に考えていかなければいけないことなんだけれども、そういうことを考え

る以前に、先程から言っているように、コストの問題の中で議論になっていったら、どうして

そうなるのかなという、そういう不満みたいなのが私は出てくるんですよね。どうして、人件

費の問題になって、その人件費が問題になったことが子供たちの中に、もちろん少子化という  
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大きな原因もあるんでしょうけども、それで片づけていいのかなというのがすごくあるんです

よね。だから私、この懇話会のメンバーの方とちょっとお話したんですけども、その点がすご

く葛藤があるというのは言ってましたね。やっぱりそういう面での行政側の対応というのが、

すごくこれから大きな重要な問題になってくると思うんですね。だから、不都合な点は全部民

営化というふうになってきちゃうんじゃないかなという。だからそれが、民営化になることで、

さっき言ったように社会福祉法人で本当にこれだけ立派にやっていると評価されているものも

あるわけですから、じゃあ皆が痛みを被っても社会福祉法人化になってやっていく気持ちがあ

るんですかと、私は問いたいという気持ちがあるんですよね。さっき、近藤委員が言ったよう

に差額分をじゃあ払いましょうと言ったら、今度、社会福祉法人なんてね、同じ場所で仕事し

ててね、同じ保育士さんの資格を持ってて、こっちは町から来たから給料は高いと、じゃあ私

たちは元々のあれだから低いと。そういうことでの摩擦というのは起きないのかということも、

ちょっと考えなくていけないことなのか、それまで考える必要はないのかもしれないけど。そ

ういうことだって、人情としては起きてくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だ

から、そういう面のことを考えていくと統廃合だとか、もちろん幼稚園もこれから少子化でか

なり厳しくなっているというのは聞いてますからね。そういうことを、町の中にある子供たち

の行く場所として、町でどうしていくかというのは考えなきゃならないことなんですけども、

その前提にあることに何かちょっと納得できないというのがあるんですよね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     吉田委員のセコンドになるのかな。言い方としては、僕はこういう

ふうに捉えているんですけども、やはり僕もさっき言ったように受益者という言い方をしたら

悪いんですけど、この享受を受けられる方に対する対応は変えちゃいけないと思うんですね。

ただ、する側の問題を我々論じている状況でしょ。それで、今言った中身というのはやっぱり

大切な話で、行く時にそれに携わっている人たちもそういう気持ちになって行くことが必要な

んですよ。ただ、その人たちにも個々の人生というのがありますから、それは一緒に行くべき

だと言うべきではないと思うんです。ただ、マネージメントをしている人の考え方というのは

やっぱりきちんとしなければいけないと思うんですよ。ただ、堀部委員がおっしゃった話とい

うのはこれから出てくるとは思いますけれども、人事院勧告だけの給与体系で、はたして今の

地方公務員の給与体系っていいのかという論議が今出てますよね。この話はやっぱり避けて通

れないと思うんですよ。民と公のコスト、ギャラのコストというのは全然違うわけですから、

今。これはやっぱり、この問題はそっちの方の方面で解決が、糸口が見えてくると思うんです

よ。ただ、基本的なわが町における考え方の今いるスタッフですよね、その出先にいらっしゃ

ると言ったら語弊があるかもしれないけど、保育士さんだとか寮母さんだとか、その意識の問

題の絡みも、やっぱり白老町の一員なんですよ、歯車なんですよ。自分たちの立場だけを堅持

しようと思ったら、やっぱりこれは歪みが出ると思うんですよね。これはやっぱり、マネージ

している人達がどういう対応をするかなんです。今、発信していると思うんですよ、町民に向

かっては。だけど、町民にはまだそれは受け入れられてないですよ。だから、さっき議会が後

押ししてやるべきだよと言うのは、そういうところをやっぱりボーンと論題に出すべきだと思
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うんです、僕は。大変なんですよと。町はこういうふうにしてますよと、あなた方は何をして

くれるのという話を、やっぱり問いかけていかなくてはいけない時期だと思いますよ。だから、

僕がさっきも言いましたけども、保育所の施設が老朽化しているという現実的な問題があるわ

けですから、これは利用者に対してでしょ。じゃあ、今言ったように萩野の小学校をコミュニ

ティとして、そういう養育の場が出来るのであれば僕はどんどんやるべきだと思うんですよ。

ただし、まだ社台だって園児、要するに保育所を利用するという人が増えてくれば、また開設

すればいいと思う。なぜ、そういう妥協案がでないんだと言うんですよ、僕は。一回閉めちゃ

ったらもう無いんだよという行政の特有の考え方でしょ。これは良くないと言っているんです、

僕は。一回前線にいる保育士さんが、一回バックに下がったっていいじゃないですか。これは

さっき言ったように人件費は変わらないよという話に繋がるんだけど、だけど町民にサービス

をするということの位置づけでバックに下がろう、その人の、要するに町民に対する対応が出

来るのであれば、思い切ってやるべきだと思うんですよ、僕は。そうしないとこの問題は、さ

あ議会さんどうしますかとボンと投げられてたってね、これは何という問題にもなってないん

じゃないかなと思うんですけどもね。僕も言ったように、子供たちだとか高齢者に対するそう

いうしわよせは絶対に良くないと思ってますから。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）                 はい、ちょっとここで１５分まで休憩いたします。  

                            休憩         午前１１時０３分  

 

                            再開         午前１１時１６分  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    休憩を閉じて会議を再開いたします。ちょっと運営の仕方もあり

まして、なかなか意見が分散的に出ております。それはそれでまた、いいところがあるんじゃ

ないかと僕は思いますけども、午前中もうちょっとこの議論をしたいと思います。それで、問

題点をもうちょっと明確にしたほうがいいのかなという気が一つしています。もう一つは私自

身がそうで、こういうふうになっていったと思うんですけども、所管事務調査ですから今後白

老町の保育所行政の中で我々が議会で取り上げる時、また町が方針出した時にその予備の調査

を今しているわけですよね。もちろん、結論出したり議会としての考え方を申し述べるのは構

わないんだけれども、あくまでも所管事務調査ですからあまり四角張った形でこのことに結論

だそうとかそうではなくで、もっとリラックスに勉強しようじゃないかという視点で構いませ

んので、そういう形でやっていきましょう。そうでないと何かね、どんなりこんなり何かの結

論を出さなければ駄目だと思っちゃうものですから、行革はこうだとか何とかってなっちゃい

ますからね、保育所のことで我々がもっと深めて知っておく、そしてそのことが将来の白老の

保育所行政や少子化問題について、我々が知識をきちんと得ておいて、このあと一般質問をさ

れるなり何なりの時に十分生かすというような視点も十分一つ入れて議論していただきたいと

思います。何かそこら辺が、私の一番最初のリードの仕方がまずかったために、ちょっと堅く

なりまして議論がなかなか白熱しないという状況になったことはちょっとまずかったので、そ

こをちょっと変えますので。今、私の言ったような視点でもうちょっと緩く考えて、こういう
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ことも聞いてみたいとかも含めてですね、議論をしていただければというふうに思います。そ

の中で、問題点が出ましたら町側に来ていただいて説明を受けると、そういうふうな進め方で

行きたいというふうに思いますので。もっとフリーに一つやっていただきたいと思います。こ

の三つのことだけ、以外のことを言っちゃいけないとか、全然そんなことではございませんの

で。保育行政全般について、そしてここで捉えているように今後の方針についてですから、十

分範囲ありますので。  

○委員（玉井昭○委員（玉井昭○委員（玉井昭○委員（玉井昭一君）一君）一君）一君）    今、委員長が言われたように緩く考えてというのはわかるんだけど

も、ただやっぱり、根本的に保育所の問題というのは何故この問題が出てきたかと。根本的に

やはり赤字だと。で、何が赤字なのかと、それはやっぱり人件費がかさんでると、単純にね。

ただ、これを今こうやって話すのはわかるんだけど、皆言っていることは合っていると思うん

ですね。だけども、これを例えば給与関係、人件費についてはどうなのかとかね、あるいはさ

っき熊谷君が言ったようにコミュニティ的にはどうするのかとかね、あるいは統廃合はどうだ

とか、それから財政的にはどうだとか、こういうのを少しずつ分けて話をしないと、何て言う

のかな、漠然とした話ばかりで結局集約できないというか。まあ委員会結論出すなということ

ではないだろうけども。でも、やっぱり結論に向かって行かないと意味がないと思うんだよね。

そういうふうにすべきじゃないかなと、私は思うんですけどもね。そうでないと、話があっち

飛び、こっち飛びでわからなくなるんだよね。そうでないかと思うんですけど。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     今、玉井委員から、具体的に言えば、例えば三つの問題であれば

三つの問題について一つずつ審議した方がいいんじゃないかという意味ですよね。  

○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）    今の保育所の問題なんですけども、非常に難しい問題で委員長初め

みんな苦しんでいるんだろうと思いますけど。今は０歳児から見なさいと言ってて、何歳児に

は何名というふうに決まっているわけですよね。国がだいたい決めている。だから、統合して

そういう面で意味があるかどうか知らんけれども、仮に１歳児３名なら３名に一人だよ、４名

になったら二人置かなければいけない。というようなことを合わせれば、いくらかあれするけ

ど。その基礎は曲げられないということがあるのでね。そういうことがやっぱりあるのと。民

間でやっているのは、やっぱりある程度給料を公務員並みには上がっていないとあるので、そ

れを合わせていったいどうするのかと、これは非常に難しい。それは国の決められた基準があ

るから、それを外さないでやっていかなきゃいけないというところがありますので、一つ慎重

に。本当に大変なことだと思いますけど、よろしくお願いします。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    今、議長が言われたのは第６回目の４ページに３－６－６－３０

－３０－３０というこの数字だよ、きっと。実際に０歳児から。いる園児の数ね。それと今、

玉井さんのご意見もあったんですけども、民間委託するとコスト削減になると言うんだよね。

その差はいったい何なのかと、いつもちゃんと聞いているんだけど、よくわからないんだよね。

いや、人件費が安いと言うなら、さっき吉田委員が言ったように同じ保育士の免許を持ってい

る人が安く雇われている、要するに労働条件は役場よりただ悪いということでその差が出ると

いうのは、それはわかるよね。あと、サービスは民間の方がいいとしたら、本当にそうだとし
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たら役場の保育所はサービス悪いということになるんだよな。いや、そうならないのかい。な

らないならいいんだけど。俺が言っているのは、そんだけいいんだったらどうして民間に全部

しないのというふうにもならないんだろうか、みんないいんだったら。どこか公がやった方が

いいと思って、あるんでしょ。いや、僕はあると思ってますけどね。そうでなかったら、みん

な民間にやってもらえばいいんだよね。そうならないですか。だけど、民間でなくて公がやっ

た方がいい部分というのはたくさんあるはずなんだけど、何か今までの議論や町の言っている

ことを聞いたら、全部民間の方が良くて町のが良くないように聞こえちゃうんだよ、俺はね。

だけど、それをやっている側が、行革推進本部がそうやって言うというのは単なる人件費だけ

なのか。自分も人件費をもらっていると言っている人も。町長だってもらってるんだよね。じ

ゃあ、町長が８５万も仕事してるのかということを職員に言っているんだよな、町長は。いや、

逆ですよね。そうしたら、職員は町長、あんたやってるのということと同じことだよな。そう

いうふうな理屈にはならないんだろうか。そうしたら、民間委託する意味というは何なんだろ

う。サービスが良くて、給料が安くて、町民みんながいいと言うことだけだったら、何もみん

な民間委託した方が。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）    これは大渕委員長と僕の考え方が根本的に違うからそうなのかもし

れないけども、国の国益を考えて明治時代からずっと今まで進んできた中で、要するに今は自

治体というこういう小さな集団の中の運営を主眼としてますけれども、日本国という大きな国

の運営を考えた時に、国益を考えて国家事業をやりましたよね。国鉄なり、製鉄なり。しかし、

これは国益なんだけども、国が要するに経済的に自立できると判断したときに、これはやっぱ

り民という力を活用した方が経済活動はうまくいくわけですよ。その発想なんですよ、今。今

まで地方でやられていたいろいろな公のサービスというのは、本来ならば民と言うか、そこに

いらっしゃるその住民が考えなくちゃいけないことなんです。これは日本の歴史で、ずっとそ

ういうふうにしてきていて今、転換期なんですよ。だから、公でやっていることが正しくて、

民がそれにやらずことが正しいんだという、そういう論法にはならないと思いますよ、僕は。

だからやること、要するにその人たちも町民であるわけだし、ギブアンドテイクの関係が今ま

ではちょっと上下がついていただけの話で、これは一途同じですよということになれば、じゃ

あ当然それを蓋をしているのも自分たちなわけですから、じゃあ、負担が少なくてより多くサ

ービスを受けるためにはどうしたらいいかという発想であれば、公がいい、民間がいいとう、

そういう対極的な話ではないと思いますよ、僕は。だから、僕がさっきから言っているのは、

保育所のことについても本来その子供たちの位置づけをきちんとしたならば、民でも公でもい

いんですよ、僕は。対応の仕方は。ただ、今の状況の中では、やっぱり財政難だとかいろんな

ファクターが出てくるわけですよね。これを解決する手段として使わなくちゃいけない。それ

が今、民営化と叫ばれている流れの方に行っているだけの話です。これは後世になって、これ

が駄目だと言われる時代が来るかもしれませんよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    いいですか。僕が言っているのは、そういう判断をどこを基準に

誰のためにどこがやるのかという問題なんだよ。だから今、熊谷委員が言ったように最初の部
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分は経済的な発想だよ。最後の部分は経済的な発想ではなくて町民の発想だよね。国の発想で

も、それは変わってるんですよ。その中で、本当に少子化の中で、これだけ子供が減っている

中で、じゃあ子供が増えてない国があるのかと言ったら、増えてる国がないのかと言ったら、

ありますよね。そして、そこでは日本の数倍の保育行政が行なわれている国だって実際にある

わけですよ、公であって。ですから、それは経済的な論理の結末ではないはずなんです。僕が

言っているのは、じゃあ行革で言う民間がみんないいですよ、コストが安いからいいですよと

いうのは、本当にそれだけでいいのということを僕は言っているわけさ。そのことを、町も理

論的にちゃんとわかってやってるのということを言っているだけなんです、僕が言っているの

は。ですから、国の経済活動と今の話とは結びつく問題ではないんですよ。僕はそう思います

よ。ですから今、白老町が一番考えなくてはいけないのは、吉田さんがさっきちょっと言った

けど、なぜこんなに少子化になるんだろう。もちろん、これは日本の国が考えなくちゃいけな

いことなのかもしれないけどさ。それが日本の落日になっていっているんだと僕は思うんだよ

ね、少子化ということは。だから、僕はやっぱりそういう中で本当に一番いい方法、ただ単な

る経済的な部分だけで、お金がかかるからみんな駄目よ、民間委託がいいんだよということに

はならないでしょと。そうであれば、役場機構そのものが残る部分はいくらもなくなってしま

うはずなんです。機構自体が。だから、僕が前に言ったのはそのことなんです。本当に地方自

治体、役場がやる仕事ってなんなの、それ以外は全部民営化でもいいんじゃないの。それが本

当にきちんとしたならばだよ。逆に言えば、実際にそうやってやっている国もありますよね。

ニュージーランドなんか典型だよね。５万人いた郵政労働者が７００人だかしか今はいないと

言うんだから。全部、民間委託になって。それで、ニュージーランドは立ち直ったんだよな、

また。経済的には本当に。だから、そういう国も問題もきっと今、熊谷委員さんが言ったよう

にあるんだろうけども、白老町で見たときに本当にそれでいいのかなと僕は思うんですという

ことを言っているんです。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     だから、過渡期だから。過渡期でしょ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    いや、日本全体がという意味じゃなくて、白老町を見たときにと

いう意味。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     いや、白老町も、然りさ。やっぱり、過渡期なのさ。だから、僕も

さっき末尾に言ったけれども、これが将来、今の現時点で我々論議してそういう方向性になっ

たことが批判されるかもしれない。だけど、それは僕の論理というのは、その時点の中の一番

最大公約数で進むべきだと思ってますから。これが、民主主義の最大の原点だと思ってます化

ら。そういう論議をしないと駄目だと思うんですよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    ただ問題は、議会という所は出来るんであれば将来を見越しても

議論出来れば一番いいよね。将来に禍根を残さないという意味は、ポロトの問題でも何だって

みんな同じで。間違ってから直す場合もあるだろうけども、なるべく間違わない方向を取るた

めに行政オンリーでなくて議会の果たす役割、使命があるというのはそこだと僕は思うんです

よ。だから、そういうことも含めて我々が納得するまできちんと議論をし、町からも聞いてや
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らないといけないだろうなと思う方向性で言っているだけ。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     だから、その到達点は同じなの、僕もね。だけど、手法が違うよ、

やっぱり。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     それはいいんじゃないですか。それが議会だもの。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     だから、それを言っているんですよ、僕は。ただ、民営化ありきで

行ったら役場ですることなくなるんじゃないのかと、その根幹は何なんだということを今聞い

てもね。確かに、行革サイドの中でいろいろ出してきてますよ。だけど、それだってやはり正

しいのかどうかという判断ついてないと思いますよ、僕は。それが、論議だと思いますから。

我々もそこで知恵出せばいいことだし、ただやっぱり重箱の隅をつつくということは、僕は避

けたほうがいいと思いますよ。やっぱり、建設的な意見でまとめていくべきだと思いますよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    それはそういう視点で皆さん議論されてると思いますけど、僕は。

僕はそう思ってやってますからね。どうですか。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）     一つだけね。簡単に言えば、官と民の違いということになると思う

んだけどね。やはり、例えば民が仮に保育所を経営してたと、で、１億７千万赤字だったら続

かないんですよね、はっきり言えることは。民では。官だから続けられるんですよ。だけど、

とっくに潰れてますよ、民でやってたら。病院にしても寿幸園にしても然りですよ。その違い

は財政的な関係がありますね、まず。もう一つは、その赤字をなくすために営業努力するんで

すよ。だから要するに今、子供が少ないよと、そうしたら子供が少なかったら、どうしても子

供が少なかったらそれに代わる何かを求めるんですよ、民は。だけど、官はそれは求めないと。

これもはっきりしてるでしょ、まずね。少なくとも、まだまだあるけども、例えばこんな二つ

くらい出しただけでも、まるっきり違うわけだから。だから、官の経営というのと民の経営と

いうのは、全然根本的に違うのさ。僕、これは前にも言ったことがあるけど、これは職員の人

には悪いけども、でもやっぱり、親方日の丸でやっているのと、それから民でみんなが社長だ

よと言ってやっているのと違いは絶対にあるんだよと。これは間違いなく言えることですよ。

はっきりしてるの。そして、なおかつ仮にうちの商売で言えば、会社が赤字だったら社長、専

務の給料から減らすわけだから、根本的に。そんなものはっきりしているんだから。年間に、

３００万から４００万しか利益ないやつに、６００万も７００万も払っているわけだから、ト

ップに。そんなものそこ削らなかったら、足しにならない。そういうやり方を民ではみんなや

っているのさ。だけど、官はそんなことは絶対にないわけだよ。せいぜい減らしたって賞与の

２％、そんなものでしょ。そんなぐらいではどこにも追いつかないんだわ。だから、その違い

が一番ギャップだと思うんだよ。そのギャップがどうやって埋めるかと言ったって、埋まらな

いんだよ、こんなもの。根本的に埋まらないんですよ。だから、民にすべきだというふうにな

っていくんだと思うんだよね。民にしたって駄目なのもあるけどさ、中には。登別のマリンパ

ークみたいに、最初は民だったんだから、あれだって。それで駄目で市でやって、また民に代

わってきた。そういう時代もあるんだろうけど。でも、今言ったことはこれが根本なんですよ

ね。だからはっきり逆に言えば、あんまり努力しない、自分は給料いっぱい欲しいということ
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になってくると思うんだよ。それでは、絶対この赤字なんか減りませんし、改革なんかならな

いよ、と僕は思うよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    そこに一つ大切なのは、ものを作ることと子供を育てることは別

だって言うこと。ものを作るんだったら今、玉井さんが言った理論は全くその通りだと思うん

だけれども、子供を育てるというのはものを作るということとは全く違うんですよ。ここが一

つあるわけさ。だから、赤字だらけだから黒字にしなきゃ駄目だよという理論になるかどうか

ということが一つある。もう一つはやっぱり、さっき堀部さん言われた痛みは上からだという

部分になるかどうかということがあるわね、我々含めてだよ。そういうところはやっぱり、矛

盾としては残っているんじゃないかな。玉井さんの言われることは、最もよくわかるんだけれ

ども、その保育所の部分について言えば、それから寿幸園とか病院とか、赤字になっている所

は全部やっぱり、人間が関わっている所なんだよね、相手が。そこなんだよね。そうじゃなか

ったら、僕はもっと楽に行くような気がするんだよ、そこは。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）     いや、だから財政的には当然のことだけど、例えば、人間的にもさ

っき委員長も言ったけども、民の方がサービスがいいんだと。これもはっきりしてきているん

ですよ、この頃。官よりもサービスがいいということは、民もそれだけ努力しているというこ

とさ、民が。そして、民の方がサービスいいんだったら、それはもちろんそっちの方に向くだ

ろうし。それともう一つ、今言ったように教育的にはどうだと。この辺だって努力してるんだ

と思うんだよ。いいから民の方に行くんだと思うんだよ。民の方に行っている人いっぱいいる

んだからさ。いや、私も子供をあそこに、わざわざ遠い距離だけど連れて行きたいんだと言う

人がいっぱい増えてきているんだから。自分が選べるでしょ、保育所も。自由に選べるみたい

だ、民は。民は自由なんだから、まるっきり。だから、そこへ連れて行きたいんだというね。

わざわざ竹浦、虎杖浜からこっちへ連れてくる人もいるわけだから。それは、それだけに民が

努力しているんだということが根本なのさ、と思うんだよ。費用だけというのもあるけどね。

だけど、教育的にだって同じことだと思うんだよ。民は努力してると思うんだよね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     いや、そこでだ。そこで俺さっき言ったのさ、熊谷さんとの議論

の後。本当に、今言ったことがそうであれば、公立保育園なんていらないよね。いや、そこに

また出て来るんだ。そうやって言えば、さっき言ったように例えばね、障害児保育をどうする

の、障害児保育は公立あるから切っちゃうわけだ、民間保育やらないから。実際に障害児保育

やってないわけだから。それも矛盾起きるよね。それから、０歳児はなるべく受けられない。

それから、２歳以下は受けると効率悪くなるから、保母さんが１人で３人しか見られないから、

０歳児は。国から来るから、金額は違っても給与率悪くなるからやらないでしょ。じゃあ、そ

れが必要じゃないのかということ、こういうことが出てくると思うのさ、俺はね。それは、わ

かって皆さん話をしていると思うけど。そこを取り除いたとしても、そこまではっきりしてい

るなら、公立の保育所なんていらないということにどうしてならないのかなと。非常に単純に、

そういうことがないとしたら、なって然るべき問題だな。それは、障害児保育とかを除けばだ

よ、俺が言っているのは。  
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○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）     それは今までの、熊谷君も言ったけど、ただ流れというのもあった

と思うんです。最初から民で保育所って、昔は例えば、僕らが知っているのはお寺の坊主さん

が託児所を開いたとかさ、そういうのだったよ、幼稚園を開いたというのは、あったよ。だけ

ど、その辺から進んで町営になっていった、それは流れだと思うんですよ、その時代の。それ

がずっといいのではなくて、補助も当然、町で出してただろうけどさ。だけど、それはやっぱ

り流れだったと思うんだよね。そして今、民に代わりつつあるというかね。今、熊谷君も言っ

たように、そういう流れだと僕は思う。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     いや、本当にそうだとしたら、議会は今まで何やってたんだと。

なぜ、そういう指摘する。民間の方がいいんだったら、なぜ、そういう指摘をしてどんどん変

えていった方が、町民にとって良かったわけだよ。だって、預ける人もいいし、税金も払わな

くてもいいということなんだから。だから、僕が言っているのは、その矛盾はないのというこ

とを言っているの。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）     それは、根本的に人口が減ったからなんだから。少子化になったか

らなんだから。保育所だって、もっともっといっぱいあった時はそうではなかったでしょ。例

えば２万４千人、人口があって、その時はそんなに赤字が多かったわけでないんでしょ。それ

ともう一つは、例えば保育所が今、２０年経ってると。最初の２０年前に建てた時の給与体制

と、今の給与体制じゃ全然違うからね。約、倍も違うんだから。こういう問題も出てくるしょ。

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    だから、そうだとしたら、それは保育所が悪いんじゃなくて、年々

給料を上げなかったら解決出来るという問題だからさ。全然違う問題でしょ。俺が言っている

のは、民間だって必ず給料上がるわけだから。だから、この次、民間が給料を払ったら時は、

民間の給料が上がっちゃったからと言って、公立がうんと安い１年生ばかり入れたら安くなっ

ちゃうということになるでしょ。だから、そういう議論でいいのかいということを言っている

のさ、僕が言っているのは。違うんじゃないかということ。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）    結局、民というのは利益を追求しなきゃならないですよね。だ

から、官は利益を追求する必要はないから、思い切り何でもやれるというものはありますよね。

増して、子育てのそういうこと。民は利益を追求しなきゃならないから、サービスということ

を言ってても、利益が出てこなくなったら切ってきますよね、何か必ず。利益を追求するため

に。それは、子育てとかそういうことに入ってきては困るということもあるんじゃないかなと

いう気がするんですよね、単純に考えたら。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     やっぱり、見方の切り口だと思うんです。だから、大渕委員長がお

っしゃるのも、玉井委員がおっしゃるのも、吉田委員がおっしゃるのもそうなのさ。断片的に

見れば、その問題が出てくるのさ、絶対。ただ、僕がさっきから言っているのは、そういう問

題も全部飲み込んで、じゃあ白老町は利用される子供にどうするのと。これでいくら、いくら

のコストがかかるんだよと。じゃあ、そうならこの条件に合うのはどうなのという論議をした

方が、僕は今の時代に沿うんじゃないのと。ただ、今回こういうふうに叩き上がってきたのは、

財政の問題もこれは切っても切れない問題ですよ、統廃合もそう、老朽化した問題もそう。だ



 

 
２２ 

けど、根底の一番先に主眼を置かなくちゃいけないのは、利用される方をどうするのというこ

と。これは、議会の使命ですよと、僕はそう思ってるんです。だから、その論議をすべきだと

思うんです。ただ、委員長がおっしゃるような切り口を変えると、そういう論議は出てきます

よ。だけど、それをやっていたら僕はまとまらないと思う。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     それで俺、一番最初に言ったんだけど、いや、まとめるという気

で・・・。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）     まとめるってね、ある程度方向性が出ないということですよ。皆、

個々の意見あるわけだから。だけど、少なからずも民生常任委員会という、こういう一つのコ

ロニーを持っているわけですから、これがある程度の方向性を出さなくちゃいけないと言うん

だったら、これは民主主義ですからね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）     いやいや、いいのさ、だから。僕が言っているのは、それぞれの

議論をうんと、うんとやってもらって、その中で出たものをきちんとまとめていって、町とき

ちんと一定の議論をするということなんですよ。だから、本来からいったら今のような議論は

もっと僕はされた方がいいと思ってる、議員同士の。町とじゃないよ。議員同士の議論がうん

とされて、そして、その上でここはまとまります、ここは意見が違いますというふうな議論が、

議会の中でもっとあった方がいいんじゃないかというのが僕の考えなんです。だから、僕が言

っているのは、民間が全部悪いとか民間が全部いいとか、公立が全部いいとかということを言

っているんじゃないんですよ。問題提起として、議論の中身として言っているわけであって、

そのことが議論が深まって理解して町にきちんと聞いて、よし、なるほど分かったと。俺は保

育所については、こうで、こうこうでやっぱりやるべきだと、私は保育所についてはこういう

ふうやるべきだと思うというようなことが皆さんが一定限度共通、あとは自分の分で持ってい

れば所管事務調査というのはすごく良かったなと僕は思うんです。所管事務調査というのは、

そういうことじゃないのかなと思っているから言っているだけであって、初めに言ったように

結論・・・。陳情審査だったら、今みたいなふうには行かないよね。陳情審査はちゃんと最後

結論出さないと駄目だからさ。  

                           休憩           午前１１時４７分  

 

                           再開           午後   １時０５分  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）    会議を再開いたします。午前中はフリーでお話しをしていただき

ました。相当色々な意見が出ました。いずれにしても、所管事務調査ということで、我々が深

める分深めましょうということです。それで今後の進め方なんですけれども、この３つの部分

にとらわれないと言っても、ここの所は議論する必要があるのかなというふうにも思いますの

で、必要であればこの３つの点でね、議論しながら町の説明が必要な部分については、必要に

応じて入っていただくというふうにしていくと、  
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○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 入っていただくというふうにしていくと、この後の委員会協議会も

ございますんで、あんまり長くはやりませんけども、１５日、１６日の中で、町はたぶん一定

のとこまでいくと思いますんで、その前の段階でのね。引継ぎを若干、町としておいたほうが

良いんでないかと、午前中の議論に基づいてね。それでないと、１５日、１６日また始めから

やらなくちゃいけなくなっちゃうから。  

 今日の議論と町の対応を聴いて、１５日、１６日積み上げると。ただね、熊谷委員と堀部委

員が案内は行くかも知れませんけれども、１６日ですね、ポロトの遊休地の利用のためのポロ

トの審議会でやってるんですけどね、実は４人がね、ポロトの特別委員なんですよ。みなさん

ができればその日はね、もしどうしても質疑が終わらなかったら、あと１日とっても良いから、

その日昼から講演会を聴かせてほしいという意見なんです。  

 私もできれば聴きたいなと思ってるんですけども。みなさん方のところに案内これから来る

かも知れませんから。そのことも考慮にいれていただきまして、１６日ですから。頭に入れて

おいてください、申し訳ありませんけど。  

 そういうことで、午前中で審議終わらせていただくということで。ですからあと１日半はご

ざいますけども。  

 今日の進めはもうちょっと議論もらって、そして長野課長と必要なら廣田室長入ってもらっ

て、若干の議論をしたほうが良いですか、町と。どうですか。必要なかったら必要ないという

ことで行きます。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 懇話会の話しが出て、町がある一定限度それを受けて、固まった内容

が１５日前後に出てくるんだったら。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 出ないです。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） １５日に中間報告聴きますか。今日は前回の議論しか見えないでしょ

う。  

○委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君） 相手側はそうです。あとはこっちからね、さっき議論したことを聞

くというふうにしかなりません。新たな視点で、懇話会とは全く別に議会の視点で聞くと。保

育所問題についてですよ。それくらいしかなりません。  

 それは、したら次回でよろしいですか。  

 良ければもうちょっと議論しておいて、１５日打ち合わせだけやってすぐ入ってもらって、

ずうっと１日やると、効率的になるかも知れませんね。  

 じゃあ、そのような方向で進めます。  

 先ほど、議長のお話しの中にもありましたように、なかなか民間委託という、そういうこと

もありますよというお話もありました。幼保の一元化もあります。ここら辺なんかはね、みな

さん方どんなふうに思ってるのかということ、ちょっと議論しておいたほう良いんじゃないか

なと思うんですよね。  

 逆にいえば、白老町で具体的にどう考えてるのかということを聞いた方がいいかな。  
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○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）  幼保の一元化だけど、厚生省と文部科学省。いろいろの違いでさ、

むかし例えでね、「大工さんと指物大工」ったっけかい、そういうかたちで大工さんは家を建て

れるけども、家具作れないと。指物大工は家具を作ってさらに家も建てれるよと、そういう話

し僕ら子どもの頃に聞いたことがあるんだけど、やっぱり幼稚園の先生は、保育についてはあ

まり知識がないとかさ、保育所の人は幼児の年齢まではうまくできるから、やる人の問題で。

僕は例えば両方少なくてね、両方合わせれば人数が集まるよと、例えば小さいところでね。そ

ういうとこ辺りだとかは、そういうものも視野にいれた行政を進めるというのも一つの方法で

ないかなと思うんですよね。全部、みんな一元化しちゃって何でもみんなくっつけちゅうって

いのはね、かたちよりはね。午前中にもいったけど、やっぱり１０何人、その地域地域にあっ

た最大の方法を見つけて行くのも、一つの行政方向だと思うんですよね。だから、これはこれ

で一元化もところによってはやってもいいんじゃないかなと。全部が全部それする必要もない

とこはいいけども。それに関わる人の問題が非常に大きいなと思うんですねどね。  

 学校を利用して保育所をやるとかさ。保育園を利用して幼稚園も一緒に含めてしまうとかっ

て、やっぱりやり方もあるんでないかなと思うんですねどね。特に過疎化してるようなところ

はね。そういう具合に僕は考えるけどね。  

○委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君）委員長（大渕紀夫君） はい吉田委員。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） 先ほどもちょっと話ししましたけども、保育所の実態みると、平

成６年度くらいから１１年度くらいまでは、保育所もそんなに減ってきていないと。少子化の

中でかえって増えてきているという現状で、１２年度がかえって減ってるという状況なんです

けども、そういうふうな状況の中でやっぱり子どもが増えてない訳ですから、その増えた分だ

けどこにしわ寄せが掛かってるのかといったら、幼稚園のほうにも負担が掛かってるのかなと

いうふうに思うんですが、先ほど堀部委員がいったように幼稚園と保育所の厚生省と文部科学

省、それから資格も確か違うはずなんですよね。  

 そういったものをどうクリアして行くのか、受け持つ人数も３歳児だと幼稚園は３５人です

けど、保育所は２０人というふうになってますから、だから幼保一元化になったときどっちの

態勢にもっていくのかってことが、ちょっとね、疑問な面もありますし。そういった面でもキ

チッとしためりはりを、大屋町はそうでしたけど、幼稚園は幼稚園でキチッとした敷地を別に

して施設も違うような作り方をしてね、それを取り入れるということで建物も考えてやってま

すけど、幼保一元化ということで、白老町がそれに取り組むときにそういうことも視野にいれ

て考えていかなきゃいけないんだろうし、だいたいクリアしなきゃなんない階段がいっぱいあ

るという気がするんですけども、そういった面で、町側でね、そういう一元化を考えていった

場合にね、基本的にどういう方向性で行こうとしているのかってことを、ちょっとまだ具体的

には聞いてませんしね、そういうクリアしなきゃならない問題ってのはたくさんあるっていう

ことを、まず前提において、幼稚園のもってる目的も、保育所の目的も違いますからね。目的

自体も違いますから、そういった面ではキチッとした流れというか教育方針、それから先生の

資格の問題、それから生徒数の問題、それからもちろん料金の問題、すべて全部違いますから
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ね。それをどうクリアしていくのかってことも出てくると思うんですよね。  

 ただ、今後ね、幼稚園として白老町に存続して行けるのかどうなのかってこと。白老町にや

っぱり幼稚園という態勢は必要なんじゃないかっていうことも出てくるんじゃないかと思うん

ですよね。それを、やっぱり同じ子どもたちが居るわけですから、それを守って行けるってこ

とも大事じゃないかなというふうに思うんですけどね。  

 その辺をどうクリアしていくのかってことを、（聴取不能）ですけども。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 大屋町でやってたのは、幼児園だったですか。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 幼児園。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 幼稚園と保育所。いまバリアフリーみたいなさ、時代だから、やっ

ぱり一つの建物の中でね、幼稚園の部とさ、人においてあっちこっち仕切ったりしてね、そし

て先生なりさ、保育士なりお互い連携し合いながらやるっていうのも、ひとつの地域によって

は。だからいまいわれたような問題、非常にたくさんね、お役所の例であるもんだから、その

辺は、こちらを指向するっていうならそれなりの町の考えも、ある程度はもってるだろうしね。

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 大屋町がうまくいってるというのは、やっぱり一カ所に集めたとい

うことです。だからあれだけの施設作れるんですね。地域分散したらああいうふうにはならん

と思うんです。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） それと、社会福祉法人の緑ヶ丘保育所の賃金体系が出てますけど

も、幼稚園は確かもうちょっと高いんじゃないかというふうに思うんですけども、町の保育士

さんとの賃金格差ってのがまたどれくらいあるのかってのも、私たちまだ聞いてませんしね。 

そういう面で、私も先生の意向ということになると、またそういう面も出てくるんじゃないか

と思うんですけども。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いま吉田委員がおっしゃたのが、やっぱり我々が議論する幼保一元の

神髄なのさ。堀部委員もそうなんだけど。  

 僕、思ってるんですけど、行政が言ってる幼保一元と言うのはちょっと意味違うんでないか

なと思うんですよ。これは短絡的にね、要するに、ある程度公の部分から民に移行するときの

ための幼稚園もその輪郭ですよって言う位置付けの中味じゃないかなと思うんですよ。  

 これはね、やっぱり議会では反対すべきだなと思います。僕は。  

 ただ、堀部委員がおっしゃったようにケースバイケースでね、地理的にそういうことが発生

した中で歩み寄れるものがね、利用するのは子どもですからどっちでもいいわけですよ。ただ、

料金はね、なんか保育料とやっぱり入園料というのは全然違うんですね。どっちかといったら

幼稚園のほうが安いんですよね。そういうふうに選ばれる父母の方もいらっしゃる。それは、

決してまずいのかなと思うんだけど、担ってるところの状態があまり良いように聞いてないの

も事実だし、じゃこれが公にひっくりかえるのかと言う話しにもならないんだろうし、この論

議はちょっとその辺、詰めておいたほうが良いのかなっていうふうに、僕は思うんですよね。 

ただ、幼保一元になったら、大屋町と違うのはうちにある幼稚園というのは、学校法人がやっ
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てるとこですから。あれは公でやってたからうまくいったっていう。ああいう姿が一番ベター

ですけどね。うちはやっぱりちょっと、ああいうスタイルにはならないのかなと思いますし。

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） だから、いま言ったように具体的な問題になると、ちょっと大変だ

と思いますよ。なぜかというと、字白老にそのものがあって、残念だが公の片一方はもう民間

委託になってる。残ってるのは一個しかない。そこで字白老で幼保の一元化をするとすれば、

矛盾はすごく大きくなるんですよ。障害児保育から何から全部しょうことになりますからね、

現実的には。向こうは今度やるのかな、今度やるけども、０歳児保育も。そう言う中で、利益

を上げるって言ったら申し訳ないけども、利益を上げてるのかどうかわかりませんけども、学

校法人がやってる組織が果たしてそれに乗ってこれるのかどうか、逆にそのことが白老町にと

ってマイナスになる場合も有り得ないことではないような気がするんですね。  

 そこら辺が、簡単にはいかないのかなと。逆にいえばさっき、堀部委員や吉田委員が言われ

たようなことで考えればどうかって言うと、地域にずうっと分散して行くっていう中では、や

っぱり父母のニーズを最重点で考えたときに、人の問題さえ解決すれば、子どもを保育所でも

幼稚園でもキチッと、教育的な視点や保育という視点で預けられるような組織を作るというこ

と。それが今は、堀部委員なんかがいってることだと思うんですけど、そういう方法っていう

のはやっぱり白老町で出すとしたら、よほど勇気がいるのかなっていう気はしてますけどね。

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） だけど、考え方としては堀部委員の考え方を打ち出すべきだと思いま

すよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それが本来、幼保の一元化という中味を伴っていったらもっと良い

かもしれないけどね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） ただ、いまの状況では、僕もちょっときついかもしれないけども、そ

ういう状況なのかなっていうのが現状でしょ。これ払うたってちょっとやっぱりゆるくないで

すよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 幼稚園は運んでるんでしょ。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いや、もうこっちだけです。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） こっち、萩野から運んでるっしょ人。子どもたちを。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いや、萩野はみどり幼稚園にそのまま行ってますよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） みどり幼稚園、まだやってるの。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） みどり幼稚園は、バスがなくなって父母が送り迎えしてます。  

 それで、増えてきてますよ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） こっちを止めるってときは、こっちを建て直してから止めて、こっち

に一緒になるんだよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） だから、それをやるときに幼保の一元化という方向を出したら、面

倒くさいっしょ、町との関係でいえば。面倒くさいっていうか複雑だと思うよ、僕は。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いま、萩野みどり幼稚園は、園児増えてきてますからね。なぜかって

言うとやっぱりあそこに住宅が増えてきたからですよ。  
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○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） 一般的に増えてるの、石山大通りが開通したもんで、小学校、中学校、

幼稚園、買い物と。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） それもそうだし、竹浦のほうからも来てるったよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 幼稚園には来てるよね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） だから、いますぐね、経営が玉井委員がおっしゃったようにこれだか

ら、こっち閉めてやらなくなるよと言う話は数年前にあったでしょ。その話しはもう消えちゃ

ったってことですよね。  

 だから言ってるように、こっちを建て替えするときにはあっちを閉鎖するよって話しは生き

てるけども。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それを無視するわけにはいかないけど、そこが中心になって議論さ

れるっていうのはちょっとおかしいんだよね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） だってそれが走ってますよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） だって、幼保一元化ってそこで出たんだもの。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いや、俺が聞いてる話しといろんな情報取ると、言っていいのかなこ

れ。議事録のっちゃう。じゃあだめだ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩を致します。  

 

              休  憩   午後１時２５分  

 

              再 開    午後１時２６分  

 

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） そういう話しあるんですよ。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） そうですよ。議会でそういうこと答えるために、どこに一緒にす

るかったら、あそこしかないわけですから。そういう意味で言ったんだなというふうに。  

○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） それでさ、前回の資料みるとね、幼稚園の授業料が１５，０００円で

５時までの預かり料がね、７，５００円で２２，５００円て料金が出てますよ、これにね。  そ

れであれば、別にお昼で帰るという部分については解消されるんだけども、この２２，５００

円というのが、保育園の保育料と比べた場合にね、高いか安いかちょっとね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 預けられる方が、父母の収入に対して違うわけですから。そして２子

だとか３子に掛かってくるとまた変わってくるわけだから。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 今のは保育園でない、幼稚園でしょ。幼稚園はだけどおんなじでし

ょ。  

○副○副○副○副委員長（吉田和子君）委員長（吉田和子君）委員長（吉田和子君）委員長（吉田和子君） みんなおんなじです。収入関係ないですよね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 幼稚園はおんなじでしょ、保育所は全然違うけどね。だからそうい

う摩擦がすごく出ると思うんだよ。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）  いろんな機能を全部一緒にできるかどうかっていうことでしょ、
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保育料にしても。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） ０歳児から集めたら５歳児までの間に入る可能性あるでしょ。そうい

うケースはないんでしょ、いままで。さくら幼稚園でも。だからその２子に対する減額ていう

のはまだないんでしょ。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） ２人いたら２人分同じですよ。だから、保育料の面でももちろん

低所得者に対しては厳しくなるんだろうし、反対にね。幼稚園の料金より低い人だっているわ

けですから、保育所の料金がね。２子、３子は半額だとかってあるわけですから。ですからい

ろんな違った、それが全部一括できるのかどうなのかってこともあるわけですよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） だからこれはやっぱりね、根本的に幼保一元化が良か否か、白老に

合うのかどうかっていうそこのところをちゃんとやった上で、次の段階にいかないと、そこが

議論の集中点。今あなたが言ったことが議論の集中点になっちゃうわけさ。  

 そして、行政側の考えがございますので、はい。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） ただね、白老町にとって幼稚園の体制は、やっぱり独自であって

もね、必要なのかどうなのか、今後ね。これだけ少子化になってて保育所も厳しくなってるけ

ども、幼稚園という一つのね仕組み的なものは必要なのかどうなのかって考えた方がいいのか、

それともこの少子化のなかで幼保一元化で、大屋町のように一括したね、施設的なものになっ

ていってもいいのかどうなのか。そこまで行かなくてもいいか、その前に幼保一元がいいかど

うかってことになるんですか、必要かどうかってことになるとね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いまの話しで言えばさ、根本的にね、例えば社台から虎杖浜まで見て

だよ、公的な保育所というのは５つあるわけでしょ。５つあるけども、建物がもう寿命来てる

のが２つですよと、社台と竹浦ですよと。そして、白老、萩野、虎杖浜は新しく建てましたよ

と。そうすると、例えば財源的な話しになっていくと、この２つをどうするかって、もう老朽

化した建物をどうするかっていう問題がまず一つでしょ。その辺も踏まえた中で幼保一元化を

どうするかと、もちろん民間も含めたなかでね。その辺で考えていかないとさ。だから、僕の

考えはだよ。社台と竹浦もういらないと、そして白老、萩野、虎杖浜から民間と、この４つに

なるか５つになるかね実質は。もしなくなったとしてだよ、仮定として。この５つで今後どう

するかということを考えると、まずね。それがまず一つと。  

 もう一つはさっき熊谷委員も言ってたコミュニティ的な発想、これはさ、例えば社台の場合

どうするか、学校も教室が余ってるから社台の小学校で一緒にするか、あるいは竹浦だって教

室が余ってきてるから、学校と一緒に考えるだとかね。コミュニティ的な考えだということで

しょ。そういう辺をね、どう一括して考えるかってことを含めた上で、この幼保一元化考えな

いとさ、そうでないとまとまっていかないと思うんだけどね、総合的にさ。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） それより、その先の段階でね。それは手法論にはいると思うんだけ

ど、その入る前の時点でね。幼保一元化というかたちで、保育所の整備ね、園児とその幼稚園

の施設を集めてね、やっていくことについて先ほどからいろいろ問題もあるからね、その辺キ

チッとクリアできる、そういうのがこの白老町に馴染むか馴染まないかっていうのはね、その
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ことも含めて、もしやるとなったら玉井委員いったようなかたちで、こう行くけども、行かざ

るを得ない部分あるだろうけども、その前の段階で一元化そのものがね、いいかわるいかって

こと、先ほど副委員長が前からいってるように、子どものために熊谷委員も言ってましたけど

も、本当に子どもらのためにね、それがベターなのかどうなのかってこともやっぱり、ちょっ

と突っ込んで論議していかないと、果たしてそれがそういう具合なかたちで簡単に、こうくっ

ついてしまえれるのか、そこのとこが一つ問題があるのかなと先ほどから聞いてるんでね、そ

れから、我々サイドから考えれば小さいのがいっぱいあるより、ふっつけれるものならみんな

ふっつけてね、そして効率的にやるってことが、これ一番いいことなんだけどね、その辺が果

たしてできるかできないかということね。  

 極端ではないけどね。そろそろ文部科学省と厚生省、先生の資格も違うなんだかんだという

とね、料金のことはこれね、構わないとしても、そのようないろんな問題が果たして白老で、

馴染むのかというようなことね。やっぱり議論すべきだと思うんだよね。考えるべきだと思う

んですが。  

○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） でもさ、どっちにしてもね、いい方向にいくと思うんだけども、やり

方によっては。ただどうしてもそこには、現職員の待遇処遇というのが絡んでくるわけですよ、

それが一番大きいんですよね。これさえ問題解決すればね、うまくいくと思うんだけどね。そ

れがどうしたって、いろんなことに跳ね返ってくるだろうしね。非常に難しいね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）  いま、もちろん一番大きい問題なんだ近藤委員がいったの。だけど、

これをさ、管理者だって僕らだって考えるの大変なんだけどもさ、これいまね、例えば民生常

任委員会でさ、処遇まで考えたらなんにも進まんと思うんだ。これだけ重点的になっちゃう。

僕さっきも言ったよ、この給与関係ね。コミュニティ関係を考えたとき、やっぱり一番先に出

るには給与なんだよ、これが、これが基本だから、赤字の原因だから。だから、これ一番先に

出てくるんだだけど、これ重点に考えたらね進まないから、これを取り敢えずおいておいて、

どうすべきかって考えてから、この処遇って考えなかったら、逆に考えなかったらね、結論出

てこないと思うよ。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 私ね、今日ね、来て思ったんだけど、理事者今度来たときにね、１

回是非その辺考え聞いてみたいと思うんですよ。いまこの問題がね、すべてこれから起きるで

あろういろんな問題も、なんかするとかならずそこんとこ引っ掛かってくるんですよね。だか

らそれについてね、理事者、町として、一つの課として、そこんとこはそのままおいておくの

か、もう手を付けられないものだということで、それは別枠にして、これをこっちにおいてお

いて、こっちで論議するのか、この部分にもね、多少なりともこういうかたちで少しでも削減

するなり節約する方法を考えていると、これは庁内でそういう取り組みも今後するというもの

が、頭にあるのかないのかね、その辺ちょっとね確認して見たいと思う、ただこっちで統合し

たから余ったのこっちへ持っていってね。新たに行政需要でも出てくれば別だけど、出てこな

いとすれば、なんかいなくてもいとこに配置してやるみたいなかたちになるから、その辺が根

本的な解決にならんもんでね、今までそれだれも何も言ってなかったんだけど、それが頭にあ
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るかないかでね。ないとなるとなんだか次の問題が、私それを一つ聞きたいと思ってるんです。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） あったらなんも懇話会なんて作らんなんも。あっても言えないだけだ。

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） やっぱり、いろんな大きい問題ね、必ずここんとこにぶつかっちゃ

うんだみんな。少なくても半分は、このためにこの問題をこうしなきゃだめだって部分がある

わけね。全部じゃなくても、だからその辺、考え方なりはね、聞いてみたいなと。それを聞い

てみてさ、納得しなかったらその辺はね、我々も意見述べていくべきだと思うんです。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 全くその通りだ。だから、この幼保の一元化もそうなんです。  

 理屈でないんだもん、先にさっき玉井委員がいったように、どこだかの建物が古くなるから

建て替えるから、それで幼保の一元化考えるって、これ本末転倒ってそういうことを本末転倒

っていうんだよな。こういうメリット、公益性と幼稚園にこういうふうにわたって、子どもた

ちがこういうふうに成長するから幼保の一元化、今の時代としてはやるべきだというんなら話

し分かるんだけどさ。  

 なんかどっかの施設が古くなるから、それ建て替えるついでに幼保の一元化でもやるかって、

これ全然逆なんだよね。そこら辺は、やっぱり今と同じように僕は本当に聞いてみたいと思っ

てるんです。あんたたち発想どこから出たかね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 発想じゃない、セールスポイントだと思うんです。  

 だからいま言ってる人事権を、そのまんまくっつけていきたいよと、ついては資産を分ける

よと。（聴取不能）してくれと言うそこはセールスポイントだと思いますよ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） もしそうだとしたら、隣りで答えたね、答弁した方はそうやってい

ったわけですから、さっき玉井委員が言ったことを言ったわけですから。本会議場で言ったわ

けですからね、本会議場で。だから、当然幼保の一元化はあれにくっついたものだなというふ

うにしかならないんですよ。  

 それであれば、やっぱり違うんでないかと。逃がさないでさ、最後までキチッとそこは詰め

ましょ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 実際言えない、言えるんなら自分で判断してね、町長がビシビシこう

やってやるこうやってやる言ってるんだから、逃げないから全然。自分で逃げてばっかりいる

んだから。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） だけどこれが一番大事なところですね。堀部委員のいうところだ。な

んかすればここにバンとぶち当たるんだもの。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 最後逃げるんだもの、８割まで話しいくけどそれ以降逃げるんだから。

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） いや、言えない部分だとは思いますけどね。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） そういう問題、非常に大事な問題だから。相手だって黙ってないと

思うけど、やっぱりそういう話し合いをね、する意欲があるのかないのか、話し合いだからど

うなのかそれ分からないとしてもさ。最初からそっちの方は、別ですよっていうようなかたち

でやっちゃうと、何となくいつまでも奥歯にものの挟まったようなもの言い方になっちゃうん

じゃないかと思うんだよな。  
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○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） だから、俺が言ってるのはさ。さっき言ったのはさ、議会が民生常任

委員会がね、これを取り敢えず抜いて考えるべと。俺が言ってるのはそうなんだよ。理事者は

当然、抜かして考えることなんて絶対できないんだからね、これはっきりしてるんだから、理

事者が実行する前に当然この話しはしなきゃならないよ。俺たちこの話しのとこいっちゃった

らなんにも進まないんだ、俺たちは。方針をまず決めるったってさ、いま方針なんだからさ、

今後の方針なんだから。それが決まらんしょ。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） それね、論点の手法として玉井委員のやり方も一つさ。俺が思うには

その問題をね、例の賃金的な問題を抜いて話ししてると、この一定方向に出した論議が、逆に

理事者に悪用されないかなと、要するに議会の責任というところがくるんでないかなというき

らいがするなと思うんですよね。  

 ただやっぱり、堀部委員がおっしゃるように、一回見解を聞いた中でね、それを頭に入れた

中の方針を示してやって、議会でまるっきり責任ないって、回避しなさいって意味じゃないん

ですよ。我々もさっき言ったように後押しはしてやらなくてはだめなんですよ、両輪だから。

それは町民のためだから。町民のためでなかったら止めればいいんだから。そういう論点から

いけば、これは今までの論議を聞くと、やっぱり鉈ふらなきゃいけないという意見でおおかた

傾いていると思うんですよ僕は。やっぱりここで英断すべきだと、ただ実行するほうの腹が見

えないのに、外堀からやれやれいってて、お前らいったんでないかっていう。これ往々にして

なり得る可能性あるから、それは避けた方がいいって言うんですよ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） だけど、どっちかこっちかなるっしょこれは。議会と管理者とね、ど

っちかが悪者ならなかったらさ、そんなもの出ていかないんだから。少なくともさ、役所の職

員の人たちがさ、仮に批判したと。簡単にいえば労組かもしれないけど、それが批判してね、

するときどっちかが悪者なることはっきりしてるよ。どうしたってさ、両方悪くなるけど。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 玉井委員の言い方もそれは一つの方法だと思うんですよ。ただ今まで

のね、いろんなことの積み上げの中で、私たちのこの町づくりの中でやっていく中味では、や

っぱり一つのものごと進める時には、要するに同じ意識を持って進んでいったほうがいいと思

うんですよ。いろんな思惑ある人ばかりの集まりの町なんだけども、そういうふうにやって来

てると思うんですよ。先輩議員たちも、先輩の理事者方もね。それを１８０度ね、どっちか悪

者になっていいから、これ英断をしなきゃならないって話しが、俺そこまで。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いや、そこまで来てると思うよ俺。だって壁厚いんだから。でっかい

壁できちゃったんだから。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） やっぱり、お互いに尊重しながら進まないとね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 分かる。言わんとすることは分かるってる。だけどね、いまね、議会

が決めるか管理者が決めるかできめていかなかったら、こんなもの進まないって、全然。俺は

俺はそう思ってる。進まないよ、分かるよ、みんなで話しするのは分かるんだよ。当然、町民

みんなで考えなきゃならないんだこれは。それはわかってる根本はね、だけどこんなの絶対、

それずっとやったら何年経ったってできない。どっちが決めんのよ。  
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○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） よし、分かりました。  

 いま、３つのことについていろいろお話しして一定限度の話しになりました。それで１５日、

ちょっと期間がありすぎる。もうちょっと早くやればいいんですけどね、忘れちゃうからさ、

１５日に午前中３０分だけ打ち合わせをしてその後、入ってもらいます。ですからみなさん方

ここまでの議論で、町に聞きたいこと全部整理して来てください。その場じゃなくて、何項目

なら何項目か整理してきてください。だぶってるものについて全部排除して、そして町に聞き

ます。１５日。  

 それをやって疑問を全部なくします。疑問はなくならないけどな。一定限度町の考え方を聞

きます。  

 その上で再度、この民生常任委員会として、保育所問題の方向を出すと。それは町の意見を

全く無視してやるわけにいきませんから、当然そのときに懇話会のお話しをしても良いような

中味については話をしてもらいます。  

 それは我々は影響受ける必要はありません。単なる参考意見として聞くと、ですから、今日

の議論の中でみなさん方がだいぶ意見が出ました。それを整理して遠慮しないで聞くと言うこ

とを、１５日にやりたいと。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） それ、町側は課長まで。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 必要だったら助役さん来ていただきますよ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 助役は絶対いなきゃだめだ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） そうであれば、初めから要請しますよ。町長でもいいですよ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 町長いればなおいいさな、一番聞きたいのは町長なんだ。  

○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） バラバラに聞いていったらは。意見違うかもわかんない。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） それは、一般質問すべきさ。まだね委員会と本会議のさ、その差もあ

る方はご理解なさってないみたいだけども、委員会はある程度もめるというね、僕は位置付け

にあると思ってるから。意見交換でも、修正加えても構わないと思うのさ、意見には。  

 たださ、本会議場でやったらね、それはもう完全に、質問するほうも答えるほうも完全な公

の言葉だから、ここも公だよ。だけど、そういう感情的なことがあっても委員会はまだいいと

思うんですよね。制限されてるわけでもないしさ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いいんだって、そこでなんも近藤委員の意見なんだから。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） だから、町長呼んだほうがいい。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 町長でも助役さんでもいいですよ。来てドンドンドンドン今まで疑

問に思ってること全部聞くと。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 近藤委員が町長も呼んで一人ずつ聞きたいっていうんだから。それに

なんも熊谷委員がいうこと何もないだろう。  

○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） いや、課長でいいんでないのかい。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 助役いてもらってね、当然、いやいや堀部委員が一番聞きたいって

やつはちょっと課長じゃ無理だと思いますよ。  
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○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） それはそっちおいていて、ここんとこにこれだけのさ、懇話会やっ

てるのにやっぱりいろいろ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それを課長に聞くのは、僕は無理じゃないかといってるんです。助

役でないと答えられないんじゃないかということいってるんだよ。僕いってるのは、それだけ

です。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 考え方だけだからね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） それが一番ネックだからさ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）  それは助役に聞いてくださいという可能性、非常に高いと思うよ、

僕は。お前等血を流せってこと聞くわけでしょ、早い話しが。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 血を流す気があるかないかね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それはちょっと、課長に聞くのは酷じゃないですか。助役の方がい

いと思うな俺は。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 行革が話すったっしょ、委員長は関係ないのか。助役は流すっていっ

てるよ、前に。  

○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君）○副委員長（吉田和子君） そう、血を流すとはいわなかったよね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 言ってるんだけど、賃金体制で今後の展開をどういうふうに考えてる

かっていうのは。助役に聞いた方がいいんでない。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） ここまでやったことをさ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 堀部委員が聞きたいのは、具体的にどうやるのかってことを聞きた

いんでしょ。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 今までと、本来違ったことをやれば、それで血を流したことになる

のか、本当の核心の部分までね、突っ込んでやって初めて血を流すと言うんだろうかさ、その

辺はね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それは助役だは、絶対に。それは担当課長に聞いたら、担当課長が

かわいそうだよ。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） そうかい。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） なんぼなんたって。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 今の間違いなく聞いてね。俺聞くとね、何かフッとくるんだ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 言葉でまやかしを受けないように、最後まで主旨の答弁が出るまで

やると、みんなで協力してやると、そこは。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） それはね、セコンドしますよ絶対。根本だ。そうするとね、全ていま

までうちが５０回ちかくやった民生常任委員会の、いろんな懸案のほうに全部結び付くんだこ

れが。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いま給与が、２８億円でしょ。うちの給与、ここの。やっぱり２５億

円にしなきゃだめだな。２８億円の３億円だよ。  

 東京都みてごらん、あれもっと多いよ。  
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○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） パーセンテージもっとですよ、２０何パーセントくらい。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） だから俺、３億円て言ったらかわいいんだよ。いや本当に。  

 だってね、一般税収が２６億円だからね。それより給与が２億円も多いんだ、こんなもの無

理だって、だいたい。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 考え方によってさ、ここんとこでこれやるかさ、いまこうだからね。

これこれ頼むこうなるかさ、これやっぱりやり方があるんだよね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）  さげるってのは大変らしい、一回にはできない。それは無理なんだ。

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 極端なね、ことは全くしないし、やっぱり腹ですよ腹。その辺のね。

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） もう一ついうのは、やっぱり年配っていうかね、定年近い人たちの給

与が高いからさ、俺前にいった勧奨制度、５５歳くらいでさピシッと、例えば退職金倍やって

もいいんだよ。１千万円ずつ積んでね、２千万円退職金もらう人に４千万円やってもいいのさ。

そうすると５千万円と退職金２千万円で７千万円だよ。したらその時に５５歳で４千万円やっ

たって３千万円浮くんだもの。いやいや例えばの話しだから、数字的にはね。１０人いたら３

億円だよ。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） そうそうそう、そういう論法だからこれは。頭打ちにするとかね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） だからこれはね、助役にいったんだ俺、俺いった勧奨制度いつから始

めるるんだと、「いや近々やり始めます。」といってるけどさ、個人的にいったんだけど。  

 冗談でないんだわ、もう３年も前にいってるんだから。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） やっぱり、本俸でなくて残業だっていろんな諸経費だってあるわけ

でしょ、手当てだってなんだって、その辺のね、やっぱり整理もさ、例えばね、ここ何十年か

恐らくそのままずうっときてるんだと思うんだよね。その辺もやっぱりやるとかさ、いろんな

手法とかかんがえるのあると思うんですよ。なんでもかんでもみんな一列さ、はい出発進行っ

て、官庁ばかりやって、そういうのをね。  

○委員（○委員（○委員（○委員（玉井昭一君）玉井昭一君）玉井昭一君）玉井昭一君） いやだからさ、俺はね、いま言ったことはね、これはやはり管理職だ

からね、の話しだから俺いってるの。管理職の話しがそうなるとね、根本的には労組は何も文

句いわないさな、自分は関係ないんだから、これ呑むよ絶対労組は。ただ希望者がいるかいな

いかの問題だけど。どうみたって損するんだから自分が。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 具体的なそれはともかくとして、その辺のね、考え方がね。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いろいろと聞いてみんきゃならんと思う。  

○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君）○委員（堀部登志雄君） 具体的にどこをどうするなんてそんな話しは……………。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） いや、ならんさもちろん。  

○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤○委員（近藤    守君）守君）守君）守君） どうするって聞いたら言えばいいさ。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 恐らくね、恐らく考えはないんだは、あってもできないからこれ、こ

んな格好なってるんだから。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 議会としてそういう部分で、行政側にキチッと対応だとか考え方を

聞くということは非常に大切だと思いますから、１５日まで良くまとめてですね、そこんとこ
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がっちり助役にも来ていただいて、行革室長と長野課長と来ていただいて、そこを聞くという

ふうにするということでどうでしょうか。  

 今日、議論しなかったこと聞いたらだめだってことじゃないですから、これどんなこと聞い

てもいいですから。とにかくそこでやりましょう。我々が取り上げてきた中味でね、終わった

やつについては具体的なことはだめですよ。  

 あそこで寿幸園のこと、ああやって言ったけど違うんでない。これはだめですよ。トータル

的なことはいいです。例えば行革の問題、賃金体系の問題、そういうことはいいですから。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） 関連ね。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） 向こうから答弁で、そういうのでてきたらそれについて質問していい

の。委員長、それを確認しておきたいのさ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） それはいいんじゃないですか。委員会ですから。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いつもフッとかわされる何ものかが出てくるわけさ。  

 それはね、これは僕の要望だけど、ちゃんと仕切ってくださいね。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） いま答弁の主旨違いますよって、キチッとやってくださいね。そうし

ないとかわされるんだわ。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。そういうことを注意しながら、１５日はみなさん方

の意見を町のほうにキチッと聞くといくことでいきたいと思いますけど、よろしゅうございま

すか。  

○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君）○委員（玉井昭一君） かわされたら違うっていえばいいしょ、あんたが。  

○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君）○委員（熊谷雅史君） そんなこと言えないっすよ、僕は。  

○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君）○委員長（大渕紀夫君） いいです、ドンドン言ってください。  

 ２時まで休憩して、２時から委員会協議会にするんだけど、そしたら１回休憩します。  

 １５日そういうことでやるってことで、民生常任委員会はこれで閉じていいですか、いいで

すか。じゃ、民生常任委員会は以上で本日の会議は終了いたします。  

                               （閉会 午後１時５３分） 

 


